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p.36 Q2 友だち ともだち
tomodachi

friend

p.36 Q2 恋人 こいびと
koibito

lover/boyfriend/girlfriend

p.36 Q2 彼氏 かれし
kareshi

boyfriend

p.36 Q2 彼女 かのじょ
kanojo

girlfriend

p.36 Q2 家族 かぞく
kazoku

family

p.36 Q2 ペット ペット
petto

pet animal

p.37 Q3 a. ⑤ 髪 かみ
kami

hair

p.37 Q3 b. ⑦ 耳 みみ
mimi

ear

p.37 Q3 c. ⑥ 目 め
me

eye

p.37 Q3 d. ③ 鼻 はな
hana

nose

p.37 Q3 e. ① まゆ毛 まゆげ
mayuge

eyebrow

p.37 Q3 f. ⑧ 口 くち
kuchi

mouth

p.37 Q3 g. ② 顔 かお
kao

face

p.37 Q3 h. ④ ひげ ひげ
hige

beard

p.38 Q4 a. ⑤Ｂ 長いです ながいです
nagaidesu

long

p.38 Q4 b. ⑤Ａ 短いです みじかいです
mijikaidesu

short

p.38 Q4
c. ⑥Ａ、
⑦Ａ、
⑧Ａ

大きいです おおきいです
ookiidesu

big/large

Q4
d. ⑥Ｂ、
⑦Ｂ、
⑧Ｂ

小さいです ちいさいです
chiisaidesu

small

p.38 Q4 e. ①Ａ 太いです ふといです
futoidesu

thick/heavy

p.38 Q4
f. ①Ｂ、
⑥Ｃ、
②Ｃ

細いです ほそいです
hosoidesu

thin

p.38 Q4 g. ③Ａ 高いです たかいです
takaidesu

high

p.38 Q4 h. ③Ｂ 低いです ひくいです
hikuidesu

low

p.38 Q4 i. ②Ａ 丸いです まるいです
maruidesu

round/circular

p.38 Q4 j. ②Ｂ 四角いです しかくいです
shikakuidesu

square
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p.38 Q4 k. ④Ｂ あります あります
arimasu

there is/are

p.38 Q4 l. ④Ａ ありません ありません
arimasenn

there is not/are not

p.38 Q4 背が　高いです せが　たかいです
se ga takaidesu

tall [body height]

p.38 Q4 背が　低いです せが　ひくいです
se ga hikuidesu

short [body height]

p.38 Q4 太って　います ふとって　います
futotte imasu

fat

p.38 Q4 やせて　います やせて　います
yasete imasu

thin

p.38 Q4 めがねを　かけて　い
ます

めがねを　かけて　いま
す
megane o kakete imasu

wears glasses

p.38 Q4 かわいいです かわいいです
kawaiidesu

cute/pretty

p.38 Q4 きれいです きれいです
kireedesu

beautiful

p.38 Q4 かっこいいです かっこいいです
kakkoiidesu

handsome/cool

p.38 Q5 少し すこし
sukoshi

a little/a bit

p.38 Q5 とても とても
totemo

very

p.39 Q6 わかりました。 わかりました。
Wakarimashita.

I know it.

p.39 Q6 （６）番 （ろく）ばん
(roku) ban

No. (6)

p.40 Q7 だれ dare who

p.40 Q7 この　人は　だれです
か。

この　ひとは　だれです
か。
Kono hito wa daredesu ka.

Who is this?

p.40 Q7 友だちの　エマさん ともだちの　エマさん
tomodachi no Emasan

My friend, Emma.

p.40 Q7 あまり　（高くありま
せん）。

あまり　（たかくありま
せん）。
Amari (takakuarimasen).

It is not so (expensive).

p.40 Q7 （かわいいです）ね。 (Kawaiidesu) ne. She is pretty!/She is pretty, isn't she?

p.40 Q7 どこに　住んで　いま
すか。

どこに　すんで　います
か。
Doko ni sunde imasu ka.

Where does she live?

p.40 Q7 （スイス）に　住んで　
います。

（スイス）に　すんで　い
ます。
(Suisu) ni sunde imasu.

She lives in Switzerland

p.40 Q7 お仕事は？ おしごとは？
Oshigoto wa?

What does she work as?


